
 

 

 

 

 

  



 

１ 計画策定の背景と目的                   

第１期計画期間の進捗状況を検証するとともに、国の動向や社会環境の変化、芦屋町の子ど

もや子育て家庭を取り巻く現状を踏まえ、さらなる子ども・子育て支援を推進するため、「第２

期芦屋町子ども・子育て支援事業計画」（以下「第２期計画」という）」を策定しました。  

２ 子ども・子育て支援事業計画とは                   

 

本計画の対象は、町内のすべての子どもとその家族、地域住民、事業主とし、「子ども」

とは概ね 18 歳未満、子ども・子育て支援法に基づく各事業は小学生まで（一部 18 歳ま

で）を対象としています。 

 

本計画は、子ども・子育て支援法第 6 1 条第１項に規定する「市町村子ども・子育て支援

事業計画」です。また、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画を一部含み

ます。 

また、「第５次芦屋町総合振興計画」や各分野の福祉計画の上位計画である「第２次芦

屋町地域福祉計画」等、関連計画との整合性を図りながら、子ども・子育てに関する施策

を推進していきます。 

 

本計画は、子ども・子育て支援法に基づく基本指針に即して、令和２年度から令和６年

度までの５か年を計画期間とします。ただし、必要に応じて見直しを行うこととします。  

 ３ 子どもの数の将来推計                      

 

 

   

第２期計画期間 実 績 

資料：住民基本台帳人口に基づくコーホート法による推計 



 

４ 計画の基本的な考え方                   

 

計画を推進するにあたっては、子どもの権利条約等の精神を尊重して、すべての子ど

もの権利が最大限に尊重され、子どもたちが安心して幸せに生活できる環境づくりを行

っていく必要があります。 

第２期計画においても、第１ 期計画の基本理念『地域全体で地域の特色を活かしながら

次世代を育てる～芦屋の子どもは、芦屋で育てる～』や「子どもの視点」、「子育て家庭

への支援の視点」、「地域全体で子育てする視点」を継承するとともに、子どもの基本的

人権を保障するために定められた「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」も踏

まえ、第２期計画の基本理念を設定します。 

 

 ５ 施策の体系                      

基本目標                  基本施策 

 

 

   



 

６ 子ども・子育て支援に関する施策の展開                   

 

妊娠期から出産、子育て期に至るまで、子どもと親が健康的な生活が送れるように環境を

整備するとともに、母子保健における健康診査、訪問指導を充実させ、子育ての不安を軽減

するためのきめ細かな相談支援を推進します。  

また、生まれてきた子どもが心身ともに健全に成長できるよう、健康の維持促進や体力向

上に努め、母子保健、児童福祉、学校教育等の関係機関が連携した取り組みを推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

子どもが、将来、社会で生活していくために必要な基本的な生活習慣や社会規範等を獲得

でき、また、親が安心して働くことができる環境をさらに充実するため、未就学児への教育と

保育の一体的な提供や多様な子育て支援サービスを展開します。  

また、子育ての不安を軽減し、子育ての楽しさを実感することができるよう、親子が安心し

て過ごせる居場所づくりや子育てに関する情報提供の充実に取り組みます。  

 

 

 

 

 

   

○保健指導の充実、電話相談や家庭訪問による妊娠中や出産時の不安軽減 

○出産準備教育「ハロー！Baby 教室」の実施 

○宿泊型やデイサービス型の産後ケア事業、母親の回復や育児スタートの支援検討 

○各種健康診査、歯科相談の実施と受診勧奨の徹底、就学前の就学時健診の実施  

○個別または保育所、幼稚園、認定こども園、小学校を通じた予防接種の勧奨 

○小児医療の提供機関との連携、医療機関情報や子どもの急病時の対応について情報提供  

○妊産婦等への相談・助言、健診結果等の継続的な把握 

○支援が必要な妊婦への支援プランの策定 

○子育て世代包括支援センターの周知、利用促進 

○関係機関との連携により、支援が必要な子どもや保護者等の早期発見、適切な支援の実施  

○離乳食相談、乳幼児食教室「ぱくぱく料理教室」の実施 

○食に関する学習機会や体験活動の提供 

○「休養・栄養・運動」を視点とした学習、「残食ゼロ」や「弁当の日」等を通した食育の推進 

○利用量の見込みに応じた教育・保育施設の利用定員の確保 

○小学校を見据えた教育・保育の連続性確保、幼児期からの英会話教育  

○保育所、幼稚園、認定こども園の運営や施設・設備の整備の支援 

○広報あしやや町ホームページ、携帯端末等を活用した情報提供 

○子育て支援センターでの情報交換の場の提供、イベントや講演会等を開催 

○子育て支援センターにおける専門職による相談や情報提供、子育てサークル活動の支援 

○多様な子育て支援サービスの実施、利便性の向上 

○ファミリー・サポート・センター事業の検討 
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障がいのある子どもやその家庭が地域で安心して暮らすことができるよう、療育支援や発

達支援等の充実に取り組みます。  

また、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応、保護、支援、アフターケアに至るまで、関

係機関と連携して切れ目ない総合的な支援を推進します。併せて、ＤＶ被害の早期発見・早期

対応に向けた連携を強化します。  

さらに、ひとり親家庭や貧困家庭については、子どもたちが置かれた生活環境によって、将

来が左右されることなく、夢を持って成長していけるよう、子どもと家庭への経済的支援や

学習支援、就労支援等自立に向けた支援を推進します。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

○すくすく発達相談、ほほえみ相談等を通じた障がいの早期発見や支援、ほほえみ教室の実施 

○「あしやすくすくファイル」の活用促進 

○子どもの発達に関する教育相談会の実施 

○特別支援教育に関する知識や専門性の強化 

○小中学校へのスクールソーシャルワーカーの配置 

○障がいのある子どもと関わる教職員等の資質向上、介助員の配置 

○放課後等デイサービス「芦屋すてっぷくらぶ」の運営 

○障害福祉サービスのホームヘルパーの派遣 

○保育所、認定こども園の保育士等の加配を支援  

○虐待の発生予防、早期発見・早期対応 

○教育・保育施設、学校等の職員に対する児童虐待に関する研修の実施、研修機会の情報提供 

○児童虐待防止、ＤＶ防止の啓発、相談窓口と児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」の周知 

○「子ども家庭総合支援拠点」の整備 

○芦屋町要保護児童対策協議会による子ども・家庭の支援、関係機関との情報共有や連携 

○ＤＶ被害家庭の情報共有・支援、対応する職員の資質向上  

○児童扶養手当の支給、ひとり親医療、保育料軽減措置の実施 

○ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施 

○ひとり親サポートセンター、子ども支援オフィス等との連携による相談支援の実施 

○地域の居場所を兼ねた学習支援の検討 

○保育料や学童クラブの負担軽減、給食副食費の減免、義務教育における学用品費等の援助  

○芦屋町子ども医療制度の負担軽減の継続 

○出産祝金事業、子育て世帯民間賃貸住宅家賃補助事業、通学費補助事業、不妊治療助成事業の

実施 

「あしやすくすくファイル」 

このファイルは、子どもの成長の様子を書き込む

ことができます。芦屋町に住んでいるすべての

子どもの保護者の方へ配布しています。 
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次代を担う子どもたちが、確かな学力や豊かな心を身につけることができるよう、学校、家庭、

地域の連携による学力向上、心の教育、特別支援教育等、一貫した教育を推進していきます。  

「芦屋の子どもは、芦屋で育てる」という理念に基づき、地域における多様な大人と子ども

の交流や様々な活動の機会を提供し、地域社会全体で子どもの育ちを支援する取り組みを

進めます。さらに、子どもが命や人権の大切さを認識しながら、自立意識や他者理解等の社

会性を育むことができるよう、学校教育や家庭教育の充実を図ります。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが健全に育つため、また、いじめや不登校、ひきこもりや非行等に対応するた

め、家庭、学校、地域住民、関係団体が連携を図りながら、地域ぐるみで子どもの健全育

成を推進していきます。  

それぞれの家庭が望む子育てや家庭生活、仕事を実現できるよう、保育サービスの充

実はもとより、育児休業取得促進や男女の均等な雇用機会と労働環境の是正に関する意

識啓発について、家庭、地域住民、企業に働きかけていきます。  

地域の見守りや声かけ、防犯意識の向上、交通安全教育の充実等ソフト面の整備に取り

組むとともに、子どもが安心・安全に遊べる公園や道路環境等ハード面の整備に努め、  

まち全体で子育てしやすい環境づくりに取り組んでいきます。  

 

 

 

 

 

   

○基礎的学力の向上、ＩＣＴの活用によりわかりやすい授業の実施 

○保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校まで一貫した心の教育  

○特別支援教育の推進   ○芦屋釜の里での茶道体験等、町の文化や歴史を学ぶ機会の提供 

○子どもの権利の啓発          ○人権教育・啓発の推進 

○人権教育・研修への積極的な参加促進、幼児教育・保育従事者、教職員等の人権意識向上 

○親子体験型事業の実施 

○地域活動の人材育成、学校サポーター制度や各種社会教育団体等への支援  

○あしやハンズ・オン・キッズ、佐野市青少年交流事業、りーどぼらんてぃあキッズ事業等の実施 

○子どもや家族の運動機会の提供、スポーツを通した地域コミュニティの醸成  

○気軽に親子が集える場、子育て経験者等との交流の場づくり 

○安心して子どもが遊べる公園整備 

○各校区の図書館や児童室、サロンの開放による子どもたちの居場所づくり  

○働きやすい職場環境の充実、ワーク・ライフ・バランスに関する啓発と情報提供 

○男性向けの育児講座の実施、女性の妊娠・出産・子育ての負担を理解できる広報・啓発 

○防犯パトロールや青パトによる町内巡回、あいさつ運動や見守り活動、夜間巡回への支援 

○防犯街灯の管理、防犯カメラの設置   ○「こども 110 番の家」の普及 

○通学路における危険箇所の点検・確認、犯罪・事故が起こらない地域環境の整備  



 

７ 子ども・子育て支援に関する事業の量の見込みと確保の方策                   

 

国が示しているニーズ調査結果及び実績に基づき、量の見込み（必要量）を算出した上で、令和２

年度から６年度までの量の見込みに対する確保数を設定しました。町内の認可保育所４か所、幼稚園 

１か所、認定こども園１か所で実施します。 
 

 １号  ２号  ３号  

計  
３～５歳  ３～５歳  ０歳  １～２歳  

教育を希望※１ 
保育が必要 保育が必要 

保育が必要 
教育を希望※２ 左記以外※3 

令和  

２年度  

（2020） 

量の見込み 町内の子ども 113 18 176 15 129 451 

確
保
数 

特
定
教
育
・ 

保
育
施
設 

幼稚園 35    35 

認定こども園 150 30 0 10 190 

保育所   190 50 100 340 

合計 185 220 50 110 565 

過不足数 54 44 35 -19 114 

認定区分別過不足数 54 （1 号） 60 （2 号・3 号） 114 

令和  

３年度  

（2021） 

量の見込み 町内の子ども 101 18 168 15 131 433 

確
保
数 

特
定
教
育
・ 

保
育
施
設 

幼稚園 35    35 

認定こども園 150 30 0 10 190 

保育所   190 50 100 340 

合計 185 220 50 110 565 

過不足数 66 52 35 -21 132 

認定区分別過不足数 66 （1 号） 66 （2 号・3 号） 132 

令和  

４年度  

（2022） 

量の見込み 町内の子ども 91 18 161 15 133 418 

確
保
数 

特
定
教
育
・ 

保
育
施
設 

幼稚園 35    35 

認定こども園 150 30 0 10 190 

保育所   190 50 100 340 

合計 185 220 50 110 565 

過不足数 76 59 35 -23 147 

認定区分別過不足数 76 （1 号） 71 （2 号・3 号） 147 

令和  

５年度  

（2023） 

量の見込み 町内の子ども 81 18 154 15 136 404 

確
保
数 

特
定
教
育
・ 

保
育
施
設 

幼稚園 35    35 

認定こども園 150 30 0 10 190 

保育所   190 50 100 340 

合計 185 220 50 110 565 

過不足数 86 66 35 -26 161 

認定区分別過不足数 86 （1 号） 75 （2 号・3 号） 161 

令和  

６年度  

（2024） 

量の見込み 町内の子ども 73 18 145 15 137 388 

確
保
数 

特
定
教
育
・ 

保
育
施
設 

幼稚園 35    35 

認定こども園 150 30 0 10 190 

保育所   190 50 100 340 

合計 185 220 50 110 565 

過不足数 94 75 35 -27 177 

認定区分別過不足数 94 （1 号） 83 （2 号・3 号） 177 

  ※１ ニーズ調査において、保育の必要性がなく、幼児教育を希望した場合、１号認定に分類 
※２ ニーズ調査において、保育の必要性があり、幼児教育を希望した場合、１号認定の「教育を希望」に分類 
※３ ニーズ調査において、保育の必要性があり、幼児教育を希望しない場合、２号認定の「左記以外」に分類  



 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

延長保育事業 

量の見込み 159 人 154 人 149 人 144 人 140 人 

確保数 159 人 154 人 149 人 144 人 140 人 

確保の考え方 町内にあるすべての認可保育所（４か所）で実施します。 

放課後児童健全 
育成事業 

（学童クラブ） 

量の 

見込み 

6～8 歳 151 人 161 人 153 人 164 人 146 人 

9～11 歳 60 人 56 人 54 人 48 人 51 人 

合計 211 人 217 人 207 人 212 人 197 人 

確保数 190 人 190 人 190 人 190 人 190 人 

確保の考え方 各小学校の学童クラブ３か所で実施します。 

子育て短期支援事業 
（ショートステイ） 

量の見込み １人日 １人日 １人日 1 人日 1 人日 

確保数 １人日 １人日 １人日 1 人日 1 人日 

確保の考え方 
鞍手乳児院（鞍手町）及び児童養護施設報恩母の家（岡垣町）への委託に
より実施します。 

地域子育て支援 
拠点事業（地域子育
て支援センター） 

量の見込み 9,040 人回 9,049 人回 9,057 人回 9,066 人回 9,074 人回 

確保数 9,040 人回 9,049 人回 9,057 人回 9,066 人回 9,074 人回 

確保の考え方 子育て支援センター「たんぽぽ」１か所で実施します。 

幼稚園、認定こども
園の在園児を対象と
した一時預かり事業

（預かり保育） 

量の見込み 5,577 人日 5,511 人日 5,445 人日 5,380 人日 5,316 人日 

確保数 5,577 人日 5,511 人日 5,445 人日 5,380 人日 5,316 人日 

確保の考え方 
愛生幼稚園１か所、認定こども園芦屋中央幼稚園１か所で実施します。 
また、利用している町外の幼稚園の利用も想定します。 

認可保育所による 
一時預かり事業 

量の見込み 293 人日 287 人日 281 人日 275 人日 269 人日 

確保数 293 人日 287 人日 281 人日 275 人日 269 人日 

確保の考え方 芦屋保育園１か所で実施します。 

病児・病後児保育事業 

量の見込み 146 人日 165 人日 184 人日 203 人日 222 人日 

確保数 146 人日 165 人日 184 人日 203 人日 222 人日 

確保の考え方 
中間市、遠賀郡４町で運営している病児・病後児保育室「ぞうさんルーム」
（遠賀中間医師会おんが病院内）で実施します。 

ファミリー・サポート・
センター事業 

（子育て援助活動支援事業） 

量の見込み 17 人日 15 人日 16 人日 15 人日 15 人日 

確保数 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

確保の考え方 現在、町内の実施はありませんが、事業の実施について検討します。 

利用者支援事業 

量の見込み 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

確保数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

確保の考え方 子育て世代包括支援センター1か所で実施します。 

乳児家庭全戸訪問事業 

量の見込み 88 人 86 人 84 人 84 人 84 人 

確保数 88 人 86 人 84 人 84 人 84 人 

確保の考え方 町の保健師が実施します。 

養育支援訪問事業 

量の見込み 14 人 14 人 14 人 14 人 14 人 

確保数 14 人 14 人 14 人 14 人 14 人 

確保の考え方 町の保健師が実施します。 

妊婦健康診査事業 

量の見込み 1,066 回 1,054 回 1,066 回 1,054 回 1,066 回 

確保数 1,066 回 1,054 回 1,066 回 1,054 回 1,066 回 

確保の考え方 町で 14 回分の健診受診料を負担し、健康診査の受診を促進します。 
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